
国産の鉄製部材とセメントとガラスの製造のあけぼの  

その 2 鉄製部材や機械の製造 工部省 赤羽工作分局 

（財）建材試験センター 木村麗 

 

住所 

工部省 赤羽工作分局跡：東京都港区三田 1丁目付近 

 

工部省 赤羽工作分局の前身 製鉄寮に置かれた工場 

工部省 赤羽工作分局は、明治 4（1871）年 10月に工部省に置かれた製鉄寮を前身としている。 

明治 6（1873）年 11 月に製鉄寮が廃止されると、製鉄寮に置かれていたその工場は製作寮に移置し、

“赤羽製作所”と称するようになった。明治 10（1877）年 1月に製作寮が廃止され工作局が置かれると、

“赤羽工作分局”と称した。明治 16（1883）年、工作局が廃止される年の 2月、赤羽工作分局は廃止さ

れ、この工場は海軍省兵器局へ付された。 

製鉄寮は、明治 4（1871）年に工部省が設置した 10寮 1司の内の一つである。この時に、以下のよう

な名称の使い分けをされた旨、文献(1)で示されている。 

幕末、「製鉄所」と言えば、長崎製鉄所、横浜・横須賀製鉄所のように、汽船の修理や関連機械の製

造等を行う場所をさしていた。明治 4（1871）年、工部省はこれを改称して、造船をはじめとした製作

物等の場所は「造船所」と、汽船の機械類の修理を主とした場所は「製作所」と、釜石や中小坂のよう

に鉱石を溶解して鉄を作る場所は「製鉄所」と、名称を定義した。 

これにより長崎と横須賀は「造船所」に、横浜と兵庫は「製作所」となり、それぞれ造船寮、製作寮

に置かれた。 

製鉄寮の事務章程は、明治 5（1872）年に、鉄及び銅を製する一切の事務を掌管するところとして制

定された。そして、綱領として、以下が挙げられた。 

・工場を築造し、製鉄、製銅、製鉛等の諸機械を装置する事 

・諸山より製出する鉄及び銅鉛類を鎔鋳鍛煉して、鉄道、造船、土木等の工業其他百般の需要に供し

て、凡て金属の利用を饒足せしむる事 

・本寮要務の技術を開明する事 

 

製鉄寮に置かれた工場の構想 

文献(2)によると、幕末、開港にあたり海防の為軍事的要請が高まり、採鉱－精錬冶金－造機－鋳砲・

造船を目標に、日本への西欧の先進技術体系の導入が目指された。明治に入り、工部省の開設により、

釜石製鉄所→長崎造船所と、釜石製鉄所→赤羽製作所→横須賀造船所という流れの構想が掲げられた。 

 そして、文献(3)によると、明治 4（1871）年以下の通り太政官に稟請された旨が記されている。 

「鐡山開堀ノ業 年ニ開ケ 鑛鐡ノ製錬必需ノ當時ニ在テ 曩
さき

ニ佐賀藩ヨリ納付セシ製鐵機械ヲ 横須賀

造船所内ニ据設スヘキ基地ナク、之ヲ倉庫内ニ屛棄シ、徒ニ錆腐セシムルヲ遺憾トス。幸ニ水路利便ノ

地ヲ得テ 該機械ヲ使用セハ、其公益尠鮮ナラサルヘシ、請ウ、赤羽久留米藩邸ヲ本省ニ属シ、該地ニ

於テ 練鐡ノ業ヲ興サシメヨト、乃チ之ヲ裁可セラレシニ由ル。」 

 製銑場となる中小坂や釜石が官営となるのは明治 11（1878）年、明治 13（1880）年のことであるが、

構想として、釜石等のいわゆる製鉄所からの銑鉄を錬鉄にすること、佐賀藩から納付されていた機械を

据え設置して活用することが伺える。そして、水利のある赤羽久留米藩邸跡が示されている。 



稟請が受け入れられ、明治 4(1871)年 12月 2日に藩邸跡に開かれ、フランス人の建築師長フロランが、

工場の建設、機械の据設等の監督となった。フロランには、熔鉄炉や熔銅炉操業の構想もあったという。 

このころ、新聞雑誌に、以下の記事が見られる（工部省製鉄寮の赤羽の工場は、文献(3)では製鉄所

と称していないが、この記事では製鉄所と称されている）。 

「明治四年九月 新聞雑誌一三  工部省製鐵所 赤羽に建設  竿鐵・平鐵も出来る  

今般東京芝赤羽元久留米藩邸ニ於テ、工部省製鐵所ヲ設ケラルルヨシ、竿鐵、平鐵等ノ如キ我邦ニテ未

ダ見ザル品モ容易ク得ルニ至ルベシ、其器械衆目ヲ驚カス機關ナリト云。」 

 

佐賀藩から献納された機械 

佐賀藩では、幕府に続き、蒸気軍艦の船修

理機械をオランダから輸入した。文献(4)に

よると、安政 2（1855）年に蒸気船一艘と、

付属修理機械類（小修理機械）を発注し、ま

た、安政 3・4（1856・1857）年に船舶修理

工場の為の諸機械を発注し、安政 5（1858）

年ごろから徐々に到着したのではないかと

されている。発注した諸機械には、銅鉄竿板

製造器、鉄具鍛錬火窯、錬鉄蒸気装置 銅鉄

竿板製器などが記録されている。（文献（5）

に図 1の、佐賀藩献納機械の竿鉄･鉄板･銅鉄

等製造所の平面の図が見られる。） 

しかし、財政上等の理由から、佐賀藩で輸

入した機械を幕府に献納することとなった。 

幕府は国防上の観点から、江戸周辺におい

て動く砲台として小型砲艦の建造が望まれ、

佐賀藩からの機械も江戸への廻送を急いだ。

しかし、長崎造船所で利用する計画が上がり、

その後、神戸海軍操練所への計画もあったが、

慶応元（1865）年、横須賀海軍工廠の設立に

際し、横須賀に設けられた工場や横浜に設け

られた付属工場に廻送された。しかし、維新

の動乱で使われることなく放置されていた

のである。 

 

赤羽久留米藩邸跡 芝赤羽の工場の様子 

明治 5（1872）年 3月、工場の工事が始まった。文献(3)によると、工事起工の様子も記されている。 

本寮門前の中の橋の橋畔に起重器の装置場を築き、橋下から金杉橋の近くまでの川底の浚泥と、製鉄器

械の据設場の新築を始めた。この工事は同年 11 月に竣成した。 

 敷地となった赤羽久留米藩邸跡の北側には、東京湾につながる古川が流れている。現在も、敷地の北

側の高架下に古川が流れ、敷地の西側に中の橋が、東へ川を下り第一京浜の所に金杉橋が確認できる。 

図 1 佐賀献納製鐵器械御据付平面之図  
（出典 文献(5) 国立国会図書館近代デジタルライブラリー） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

錬鉄は造らず、機械工場に 

明治 6（1873）年、当初製鉄寮において計画された銑鉄から錬鉄にする工業は、未だ開始に至らなか

った。そのため、趣旨を変改し、鐡造機械の工業をイギリス製に倣い、広く世の需要に応じることとな

った。当時この工場は経営中のため、暫くこれに供資する鉄具等の製作に従事することとなった。当初

の構想から変わっていったことが文献(3)に記されている。 

この背景については、以下の趣旨で、文献(1)や文献(2)に示されている。 

赤羽製作所の工場監督のフランス人技師フロランは、横須賀造船所の建築課長をしていたことや、横

須賀造船所には、佐賀藩から納入された機械が保管されていたことから、赤羽製作所は、横須賀造船所

の分工場的な意味合いがあったという。そのため、当初の工部省の構想は、フランス人顧問団の構想が

反映されていた可能性がある旨記されている。しかし、いわゆる製鉄所は未だ官収されていなかった。

また、明治 5（1872）年には工部省造船寮の横須賀造船所は海軍省の管轄に移る。さらに、フロランは

任期により明治 7（1874）年 3 月に帰国し、工学寮のイギリス人のダイエルが当所工場の監督を兼務す

ることになった。こうして、当初の構想は宙に浮いた状況となった。 

 また、文献(3)に、工場は、工学教育の場として供された記録もある。 

 明治 5（1872）年、寮内に学舎を設けて伝習生 15名が入学し、官費をもって養成され始めたが、後に

工学寮の生徒に併せられる。明治 7（1874）年、工学寮ダイエルは、兼務となったこの工場で工学生徒

の実験場とした。こうして、経費や技術上の制約で工場の意味合いが変わっていった。 

 

 

 

範囲の坪：27916 坪余 

工場：製図場、木形場、 

轆轤場、鑄物場、 

鍛冶場、製鑵場、 

仕上場、小細工場 

据設する機械：139個 

 

 

 

図 2 赤羽工作分局の位置に「芝赤羽根町 工作局」と記されている  
（明治 12 年 1月 東京府蔵版 相良常雄製図 古地図資料出版） 

図 3 東京都港区三田一丁目 古川沿いにあった   
（出典 電子国土 http://cyberjapan.jp/) 

図 4 明治 14年頃の赤羽工作分局  
（出典 文献(6) 国立国会図書館近代デジタルライブラリー） 

古川 

200ｍ 

日本建築学会 

金杉橋 

中の橋 

http://cyberjapan.jp/


赤羽の工場で製造されたもの 機械・門扉・橋 

製造されたものは、機械をはじめ、門扉、橋など、鉄を用いた様々な物が記録されている。 

文献(3)、文献(7)には、創業以来製修する所の物品は、細小の雑具に至っては枚挙するに暇ないが、

莫大なる著種類の概略として、以下列記されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

明治 14（1881）年 10 月、東京赤羽工作分局から「製造機械品目」が出版されている。各種器械が図

示され、その機械のポイントが日本語と英語で紹介されている。紹介されている機械の種類は、文献

(3)(7)に列記されている機械とほぼ重複している。図 5に一例を紹介するが、この「製造機械品目」は、

国立国会図書館の近代デジタルライブラリー（http://kindai.ndl.go.jp/index.html）で自由に閲覧す

ることができる。 

このころ、赤羽工作分局は、「製作之諸器械類」「建築用之器具」「農具」などの販売について、各府

県庁に「目録」を送付して依頼していたことが、文献(2)に記されている。たとえば、赤羽工作分局が

山口県にあてに、明治 14（1881）年 11 月に数冊「目録」を送ったうえ、需要があれば現品を製作のう

え送付すると布達している。また、「中外工業新報」という雑誌の広告にも、赤羽工作分局製品がかな

り取り上げられていたようである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

蒸気鑵
じょうきかん

(ボイラー)、蒸気器械、蒸気
じょうき

鎚
つい

(蒸気ハンマー)、杭打器械、起重器、 

岩石鑿
さっ

開
かい

器械、碎鑛器械、螺旋切器械、鋸器械、錐揉
きりもみ

器械、轆轤
ろ く ろ

盤、溶解爐、 

鐡版曲器械、板焼鑵、鐡葉
ぶ り き

鑵
かん

製造器械、鐡管、鐡門及び鐡柵扉、鐡橋用鐡器、鐡道用鐡器、鉄路縁曲直器械 

韛
ふいご

鐡器械、硝子製造鐡器、銃器製造器械、形付器械、混和器械及モルタル煉器械、 

扇風機、水車、フレーニング器械、シービング器械、キロク打器械、光沢付鉛巻出ロール、 

セメント試験器、瓦斯試験器、地質検査器械、地質試験鑵、井戸掘器械、 

蒸気喞筒
ポ ン プ

、消防喞筒
ポ ン プ

、灌園喞筒
ポ ン プ

、気壓
き あ つ

試管喞筒
ポ ン プ

、気壓器械、水柱、蒸溜鑵、 

綿絲紡績器械、綿操器械、莫大小
メ リ ヤ ス

器械、製麻器械、 

藁返器械、藁切器械、種蒔器械、乾草集器械、西洋形通箕、生蝋
き ろ う

絞器械、潜水
せんすい

器械、水壓
あぶらしめ

器械、 

精米器械、玉蜀黍
とうもろこし

実落器械、鑵
かん

詰
づめ

器械、製糖器械、製茶器械、林檎絞器械、葡萄絞器械 

 

図 5 製造機械品目の中で紹介されている機械の例 板曲機械と舞鑚器械 
（出典 文献(6) 国立国会図書館近代デジタルライブラリー） 



赤羽工作分局で造られ、現存しているものもあるので、以下に紹介する。 

＜機械＞ 

愛知県にある博物館明治村に「菊花御紋章付 平削盤」が展示されている。岩手県の船舶修理工場向

けに製造され、後に岩手県盛岡工業高校に引き継がれ実習用として保管されていたという。機械には、

上部に 3 つの菊の御紋と、下部に「明治十二年 工部省工作分局 東京赤羽」の文字が確認できる。平成

13（2001）年に国の重要文化財に指定された。 

・博物館 明治村：愛知県犬山市内山 1番地 

・全長 2,815mm、全幅 1,230mm、全高 1,680mm、テーブル長 2,060mm、テーブル幅 672mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜門扉＞ 

東京都杉並区の妙法寺に鉄門が現存している。妙法寺の依頼により製造され、木造楼門の隣の通用門

に築かれた。文献(8)によると門扉の設計は、ジョサイア・コンドルによるのではないかとも言われて

いる。昭和 47（1972）年に修理工事が行われ、現在設置されている境内に移された。樹脂塗装され判別

はややしづらいが、門の内側の門柱に「明治十一年 工部省工作分局 東京赤羽」のプレートが確認でき

る。昭和 48（1973）年に国の重要文化財に指定された。 

・妙法寺：東京都杉並区堀ノ内 3 丁目 48－8 

・門幅 4.3m（門柱真々）、全 4.96m（中央門飾り上端まで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜橋＞ 

現在、東京都江東区の富岡八幡宮の近くに人道橋として八幡橋（元弾正橋）が架かっている。これは、

明治 11（1878）年、中央区京橋に架けられた橋を、昭和 4年（1929）に移設したものである。この鉄製

図 6 菊花御紋章付 平削盤  
（所蔵 博物館明治村） 

図 7 製造の印「明治十二年 工部省工作分局 東京赤羽」 
（所蔵 博物館明治村） 

図 8 妙法寺の鉄門全景 図 9 妙法寺の鉄の門扉 図 10 製造の印「明治十一年 工部省工作分局 東京赤羽」  



の橋は、東京府の依頼により製造され、明治 11 年に木橋から架け替えられた。国産鉄を用いた最初の

橋であり、東京市で最初に架けられた鉄の橋とのことである。橋の形式は、ボーストリング形（ウイッ

プル形トラス：米国人スクワイアー・ウイップル氏の特許が基本となっている）である。アーチは鋳鉄

製、その他引張り材は錬鉄製で、鋳錬混合となっている。アーチ部分と橋床をつなぐ垂直の材の下部に

菊の御紋を確認することができる。昭和 52（1977）年に国の重要文化財に指定された。 

・八幡橋 （移設後）：東京都江東区富岡1 丁目19 ～ 2 丁目7 

元弾正橋（移設前）：東京都中央区京橋 2･3 丁目～八丁堀 3･4 丁目 

・架橋時：橋長 8 間2 尺（約15.2m）、橋幅 5 間（約9.1m）。 現在：橋長 15.2m、橋幅2m。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

赤羽工作分局の廃止とその後 

当初赤羽工作分局の構想にあった錬鉄の生産は、明治 15（1882）年に釜石で試みられることになる。

その試みは容易ではない様子が、文献(3)に記録されている。例えば、明治 13（1880）年に製炭場で火

災があり炭舎等が焼失し、製銑作業が停止した。その後作業は開始されるが、木炭燃料欠乏の為、コー

クスを採用したことにより、凝結した熔渧が出銑口を閉鎖し、明治 15（1882）年に再び製銑作業が停止

し、作業停止を繰り返した。一方、中小坂では、明治 11（1878）年より鋼鉄製造が計画され、明治 13

（1880）年には製鋼炉が竣成し好結果を得るが、収支があわず、以降着手しないとの記録が文献(3)に

ある。銑鉄の生産も含め、採算性や技術的に上手くいかない。後に日清戦争を契機に計画される官営製

鉄所が実現するまで、たたら吹きによる生産も占めていた。図 14 に示すように、供給の 7 割程度は輸

入品で占めていた。 

機械工場となった赤羽工作分局は、前

述のように各種器械や門扉、橋などが生

産された。さらに、広告を出したり、内

国勧業博覧会に機械を出品したりした。

出品した機械は、国立国会図書館のホー

ムページ上の｢電子展示会｣の中の｢博覧

会 近代技術の展示場｣に紹介されてい

る(http://www.ndl.go.jp/exposition/index.html)。   

しかし、採算性は芳しくなかった様子

が文献(2)に示されている。 

明治 13（1880）年の官営民間払下概

則以降、鉱山や官営工場は民間に払下げ

られるなか、明治 16（1883）年 2 月 16 

図 12 八幡橋全景 図 11 八幡橋全景 図 13 菊の御紋で留め付けられている  
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図 14 明治初期の鉄鉱の生産及び輸入高 
（出典 文献(9)）  

http://www.ndl.go.jp/exposition/index.html


日、赤羽工作分局は廃止され、海軍省兵器局に渡った。 

赤羽工作分局で製造されたものの多くは、外国の製品を模倣して製造されていたようである。しかし、

赤羽工作分局で製造された橋で、明治 11（1878）年に架けられた八幡橋（元弾正橋）以降、明治 15（1882）

年に架けられた高橋（東京都中央区新川 2-20～中央区八丁堀 3-28）や、明治 17（1884）年に架けられ

た浅草橋（東京都中央区日本橋馬喰町 2-7～東京都台東区柳橋 2-3）は原口要の設計により、赤羽工作

分局で製造された。高橋も浅草橋も当時の橋は現存していないが、わが国最初の日本人技術者により設

計された橋として、文献(10)に記されている。 

 

現在、この地には、国際医療福祉大学 三田病院、済生会

病院、赤羽小学校、三田高校、三田国際ビルヂングなどが

建っている。 

現地に、看板や碑等などの紹介はないが、鉄を使った国

産の構造物作製のあけぼのの地として、注目できる史跡で

あると言えるだろう。 
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図 15 古川 中の橋から赤羽工作分局跡地を望む 

古川の上部は高架道路  


